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日々の生活が “もっと” 豊かになる

　阪神・神戸間の様々なジャンルで活躍するプロの方々から、技術や知識を学ぶことができるセミナーを開催します。
健康や美容、お金についてなど日々の生活に役立つ内容がいっぱい。ご家族や友人と気軽にご参加ください。
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｜会場｜

なでしこホール ８F （西宮市高松町5番39号）
阪急西宮北口駅から南へ徒歩1分
※会場に専用駐車場はありません。
　車でお越しの際は近隣の駐車場をご利用ください。 参加無料
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1 相続税の申告を税理士に頼む5つのメリット
行政書士法人神戸相続サポートセンター

税理士費用がもったいない！とご自分で相続税申告をしようとしていませんか？ご自分で
申告するのと、税理士が申告するのとでは大きな違いがあります。特に、税理士が申告し
た方が税務調査のリスクは減らせます。その他、税理士に依頼するメリットをお話します。

相続や贈与に関する豊富な知識から、数多くの顧客にアドバイス・申告書作成を行なう。
講師／税理士・行政書士　原　崇浩 先生

2 知らなきゃ損！「空き家対策特別措置法」の改定ポイント

4 忙しい日常を離れ、楽しく気軽にフラを体験しませんか？
フラスタジオ イリケア（ハーラウ・ラニオケカウアナオカラー大阪）

ハワイ直結の優雅で気品あるフラと暖かいアロハスピリットを体験してみませんか？
フラの音楽や踊りは心と体を、ほっこりさせてくれます。ちょっと体を動かしたい方はも
ちろん、別世界でひとときを過ごしたい方にお勧め。ハワイの風の声が聞こえますよ。

25年前から初代ミスアロハフラの故アロハ・ダレリィに師事。各カルチャーセンターの講師を経
て、15年前より同校大阪代表を務める。　　　　　　　　※動きやすい服装で。くつ下持参。

講師／ハーラウ・ラニオケカウアナオカラー 大阪代表 ケハウオカイリケアさちこ

3 空き家を収益物件に変える基礎知識
（実際にリフォームをして資産活用されている事例も紹介します）

株式会社 サン プロシード

少子高齢化、人口減少などにより、現在およそ7戸に1戸が空き家（総数は約
820万戸）と言われています。その内、使用目的や管理されていない空き家は
約35%を占め、250万戸にもなります。今回のセミナーでは、空き家に関わる
法律改定のポイントや空き家をリフォームして収益物件にした事例などを紹介
します。空き家を所有している方はぜひご参加ください。

賃貸仲介4年、賃貸管理9年の経験あり。大規模修繕工事・リフォーム・リノベーション・リーシン
グ業務に従事。
※P.24の関連記事もチェック。

講師/資産管理部　宅地建物取引士　辻田　優さん

5 女性のための保険や年金のお話　
ベルメゾン・FPデザイン

女性が長生きする現在を生き抜くためのマネープラン講座。将来のあなた自
身を守るために、保険・年金・資産運用など自分に合ったライフプランをいっし
ょに考えてみませんか。

大手国内生保、外資系保険会社を経てFPとして独立。住宅ローンアドバイザー、相続診断士、
AFPの資格を有し、年間100件以上の個別相談を受け、日々活躍中。

講師／松川　司

6 60歳以上でも使える！タブレット講座
テルンパソコンスクール

「勧められて買ったけど説明もなく全く使い方がわからない」という方、そのまま
にしておくのはもったいない！例えば“話しかけるだけ”で調べものをする方法な
ど、知れば簡単・便利に使えるワザをお教えします。／定員：7名

シニア対象のパソコンとタブレットの教室を開講。認知症予防活動支援士の資格を持ち、認知
症予防クラスも運営している。高齢者にもわかりやすい教え方が生徒に好評。

講師／教室長 木嶋 義仁さん

7 今から学んでおきたい老人ホームの選び方
高齢者住宅紹介センター カーネーション

老人ホームなどの高齢者住宅・施設は、高齢者が望む「暮らし方」に応じて様々なタイプが存在し、選
択肢は広がっています。これからの高齢期を自分らしく過ごして頂くために、自宅で過ごされる場合のポ
イントをはじめ、老人ホームの良い点、老人ホームの選び方等を専門家がわかりやすくお伝えします。

一般社団法人兵庫ライフエンディング協会　代表理事
行政書士法務事務所なごみ　代表行政書士

講師／株式会社シャルレ　女性のための高齢者住宅紹介センター カーネーション　相談員　米田和広

8 知識がなくてもわかる 30～60代からの資産形成
ソニー生命保険株式会社

定期預金？保険？不動産？金（きん）？株？投資信託？お金の運用について
「商品も会社も多すぎてわからない」「貯金だけでは不安」そんな人こそ必聴！
知識と実績豊富な講師がズバリお悩みを晴らします！

ファイナンシャルプランナー。不動産会社の全国トップ営業マンから現職に転身。貯蓄・金融以
外にも知識の引き出しが多く、顧客からの相談が絶えない。P23の関連記事もチェックを。

講師／エグゼクティブ ライフプランナー 中嶋 祥人 さん

9 実践 小児はり～お子様の健やかな成長の為に～
新脳針医学研究所 堂島針灸接骨院

刺さない「小児はり」は皮膚刺激により脳神経を安定させます。夜泣き、かんむ
し、おねしょ、チック症、便秘、発達障害、言葉遅れ等に有効です。ぜひお子様
とお越し下さい！／体験は先着5名（予約時に希望をお伝え下さい）

発達遅滞やてんかん、自閉症など、子どもの症状に関して豊富なキャリアと確かな改善実績を持
つ。メディアでの取材も多数。P.5の関連記事もチェックを。

講師／院長　前田 登貴子 先生

10 知って得する！空地・空家の活用（運用）方法
株式会社フル・プラス

所有しているだけで手間と税金が掛かる空家・空地を“プラスの資産”として活
用できます。「誰に相談したらいいかわからない」「相続したが使い道がわから
ない」「遠方なので管理が大変」等、お困りの方はぜひご参加下さい。

不動産業にたずさわり30年。3年前からセミナー講師としての活動も併せて行い、今では月1回
のペースで講演を行っている。阪急不動産とのコラボセミナーもわかりやすいと好評。

講師／統括　湯淺 純一さん

12 誰も教えてくれない老後のおカネの話 マネーセミナー
メットライフ生命保険株式会社

定年を控える40代・50代必見！ライフプラン・マネープランについて一度考え
たい、ご自身の老後のための資産形成を考えたい、資産を増やす方法を知り
たいというあなたに今からでもできる対策を教えます。

メットライフ生命に所属するコンサルタント。2017年1月度には全国3位の実
績。AFPとして、企業から依頼を受けてマネーセミナーを数多く開催。

講師／中尾剛さん
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■応募フォーム

事前申し込みが優先となります。
下記URLの応募フォーム、もしくはお電話で申し込みください。
各セミナーの状況によって、当日参加も可能です。
※定員になり次第受付は終了となります。
※事前申し込みをキャンセルされる場合は必ず前日までにご連絡ください。

【セミナー参加申し込みはこちら】

■お問合せ
TEL.06-6338-0640（生活向上セミナー担当係まで） 
※平日10時～17時

プロから学ぶ生活向上セミナー 検索

1 “目指せ！－20歳！”実年齢より大事な血管年齢とは？
前回好評につきデトックス初級編。第2回目！血管年齢って何？血管年齢が高くなるとどんな影響が？ 
あなたが知っている健康に関する情報はもう古いかも。これからは自分が自分の主治医となり身体を
知っていく時代。自分の身体が本来持つ自然治癒力を最大限引き出す方法をお伝えします。

2 ガン・認知症になる前に！病気を防ぐために出来ること
デトックス専門 自然派サロン Terra（テラ）

デトックス中級編。テレビや新聞では絶対に教えてくれない美容と健康のヒ
ミツ。あなたのその常識はもう古いかもしれない！自分で病気を防げたら？どう
すれば体内毒素をためずにいられるの？実体験に基づく本当の内から若返
り方法をお教えします。まずは知ることが大切！選ぶのはあなたです！
参加者特典有り。

某外資系アパレル会社に勤務中、自身や家族の病いを通して得た健康・美容の知識をもっと
色々な人に知ってもらいたいという想いからTerraをオープンさせる。

講師／オーナー　Rie

プロから学ぶ「生活向上セミナー」2017秋 開催
次回も健康や美容などのプロによる、暮らしに役立つセミナーを実施します。
詳細については11月号にて掲載します。

日時：11/28（火）10：00～16：00予定
会場：なでしこホール8F（西宮市高松町5番39号）

3 愛犬家注目 薬や手術に頼らないペットのケア方法
ペットカイロマスターズ協会宝塚

「ペットカイロ」とは、手技のみで身体を改善に導く理学療法です。アメリカやドイツなどのペット先
進国では、内臓疾患や骨格形成などは、アニマルカイロで治療するのが常識です。今回は「なぜ
歩けない犬が歩けるようになるのか？」「愛犬の異常を早期発見、今すぐわかる危険信号の兆候」
など実際の症例をもとにご紹介いたします。我が子の健康維持や予防のために、気になる愛犬家
の方はぜひお気軽にご参加ください！

下記のようなワンちゃんの症状に心当たりがある方は要チェック！
「全体的にお尻が下がっている」「四肢が外側に膨らんでO脚にな
っている」「すぐにお嬢さん座りをする」「後肢がベタっとついている」
「乗り物酔い・テンカン等を持っている」「股関節不全・関節炎等に
悩んでいる」「背中が丸くなっている」

“タカラジェンヌの駈込み寺”として支持され、ビューティーソフトカイロプラクティスをも
とに独自の「ペットカイロマスター」を確立。のべ35,000頭以上、改善率80%以上の
施術実績を持ち、競技犬のケアや保護犬施設でも施術を行っている。

講師／院長　井上 明雄さん

4 かくれ更年期の「お疲れ顔」を美しく！美容鍼体験
美容鍼Jasmine

40代以降に多い「シワ」「たるみ」の悩みを、東洋美容医学の視点から女性
鍼灸師が楽しく解説！美容鍼の実演と、お疲れ顔が若 し々く変わるツボを伝授
します。希望者には美容鍼（顔・腕など）体験あり。

鍼灸師・認定エステティシャン。今年で13年目を迎える美容鍼専門サロンを経営。美容鍼では関
西で草分け的な存在で、モデルや女優、女子アナも多く通う実力派サロン。

講師／オーナー鍼灸師　御手洗康子（みたらいやすこ）さん

11 お墓の悩み解消・樹木葬セミナー
京都の樹木葬

お墓の悩みはありませんか？ライフスタイルの変化によって、お墓の形態も
徐々に変わりつつあります。セミナーでは最近のお墓事情や、注目度が高くな
ってきた「樹木葬」についてわかりやすく解説します。

「京都の樹木葬」運営事務局 代表。葬送やお墓の専門家として、さまざまなセミナー活動や書
籍の執筆なども行う。P.17の関連記事もチェックを。

講師／山崎譲二 さん

6 クスリだけに頼らない、自宅でできるアトピー対策　第3弾
リセット整体 エスコート・芦屋サロン

今年3回目となり、既に前回参加された方の改善報告もいただいています。自宅ででき
る対策法は、食事・睡眠など生活習慣も変えます。体の歪みが血流・神経・リンパの流れ
を悪くする原因と言うことも。「何をやっても改善しない！」という方はぜひご参加ください。

リセット整体達人整体師・日本睡眠教育機構認定上級睡眠健康指導士を取得するなどトータル
的に健康をプロデュース。

講師／院長 高岸眞智子さん

5 知っておきたい 気になる家族葬の話
（株）阪急メディアックス 葬祭会館エテルノ西宮

希望者が増えている「家族葬」。一般的な葬儀との違いや、行うポイント・注
意点、気になる費用などをお話しします。家族葬の正しい情報を学び、お葬式
について考えてみませんか。参加者にはエンディングノートをプレゼント。

1級葬祭ディレクター（厚生労働省認定・葬祭ディレクター技能審査）。阪急電鉄の子会社であ
るエテルノは、費用の明瞭化やイベント開催など、オープンな葬祭サービスを実践している。

講師／岡本 裕司さん

7 65歳以上一人暮らしの心構え“終活4大準備”
一般社団法人こうべつながり

終活とは「あの世への引越準備をすること」です。特に一人暮らしの方はこの
準備が必要なのをご存じですか？今回は、それらを「終活4大準備」と題してお
伝えします。あなたには「もしものとき」にお願いできる人がいますか？

終活に関するセミナー講師を務める傍ら、200名を超える方のエンディングノート作成に携わる。
家族代わりとなって思いを実現する「つながり会員制度」にて高齢者サポートを指揮。

講師／代表理事　生駒 貴徳さん
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参加者の声

□ セミナーは販売行為が一切なく、
　 役立つ情報が学べる場でした。（60代男性） 
□ お店に直接行くよりも、
　 気軽に参加できて良かったです。（40代女性） 
□ もともと興味のある分野でしたが、
　 より深く学ぶことができました。（30代女性）

セミナーに申し込もう
気になるセミナーを見つけたら
右記応募フォームから応募しよう。

セミナーに参加
プロが生活に役立つ様々な情報を教えてくれます。

日々の生活で実践を
セミナーで学んだことを生活に役立ててみましょう。
きっと毎日を豊かに楽しく過ごせるでしょう。

生活向上セミナーの楽しみ方
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